
地域 店舗名 郵便番号 住所

モーリーファンタジー釧路店 088-0621 北海道釧路郡釧路町桂木1-1-7  イオン2F

モーリーファンタジー札幌平岡店 004-0873 北海道札幌市清田区平岡３条５丁目３－１イオン2F

モーリーファンタジー釧路昭和店 084-0910 北海道釧路市昭和中央 ４－１８－１イオン2F

モーリーファンタジー札幌桑園店 060-0008 北海道札幌市中央区北８条西１４丁目２８番地　イオン2F

モーリーファンタジー江別店 069-0812 北海道江別市幸町35　イオン3F

モーリーファンタジー登別店 059-0026 北海道登別市若山町4-33-1  イオン2F

モーリーファンタジー藤崎店 038-3803 青森県南津軽郡藤崎町大字西豊田１-７-１イオン2F

モーリーファンタジー前沢店 029-4204 岩手県奥州市前沢区向田２丁目８５イオン2F

モーリーファンタジー盛岡南店 020-0866 岩手県盛岡市本宮7-1-1イオン3F

モーリーファンタジー多賀城店 985-0845 宮城県多賀城市町前４-１-１イオン3F

モーリーファンタジー利府店 981-0112 宮城県宮城郡 利府町 字新屋田前２２イオン2F

モーリーファンタジー新名取店 981-1294 宮城県名取市杜せきのした　５丁目３番地の１イオン3F

モーリーファンタジー仙台中山店 981-3213 宮城県仙台市 泉区南中山１-３５-４０イオン3F

モーリーファンタジー古川店 989-6117 宮城県大崎市古川旭二丁目２－１イオン2F

モーリーファンタジー気仙沼店 988-0101 宮城県気仙沼市字赤岩舘下６-１外イオン2F

モーリーファンタジー石巻店 986-0866 宮城県石巻市茜平4-104番地イオン2F

モーリーファンタジー能代店 016-0825 秋田県能代市 柳町１１-１イオン3F

モーリーファンタジー三川店 997-1316 山形県東田川郡三川町大字猪子字和田庫１２８-１イオン2F

モーリーファンタジー山形北店 990-0810 山形県山形市馬見ケ崎２-１２-１９イオン2F

モーリーファンタジー東根店 999-3720 山形県東根市さくらんぼ駅前３丁目７番１５号イオン2F

モーリーファンタジー相馬店 976-0036 福島県相馬市馬場野字雨田５１イオン2F

モーリーファンタジー郡山ﾌｪｽﾀ店 963-0534 福島県郡山市日和田町字小原１イオン1F

モーリーファンタジー白河西郷店 961-8061 福島県西白河郡西郷村大字小田倉字岩下１１-１イオン2F

モーリーファンタジーいわき店 970-8026 福島県いわき市平字三倉68-1 イオン3F

モーリーファンタジー福島店 960-0112 福島県福島市南矢野目字西荒田50番地の１７イオン3F

モーリーファンタジー鏡石店 969-0403 福島県岩瀬郡鏡石町桜岡３７５-９イオンスーパーセンター1F

モーリーファンタジー下妻店 304-0033 茨城県下妻市堀籠９７２－１イオン2F

モーリーファンタジー東海店 319-1111 茨城県那珂郡東海村舟石川駅東四丁目1番1号イオン2F

モーリーファンタジー水戸内原店 319-0305 茨城県水戸市中原町字西１３５番地イオン3F

モーリーファンタジー土浦店 300-0811 茨城県土浦市上高津367番イオン3F

モーリーファンタジーつくば店 305-0071 茨城県つくば市稲岡66-1イオン3F

モーリーファンタジー佐原東店 300-0726 茨城県稲敷市西代１４９５パルナ2F

モーリーファンタジー小山店 323-0806 栃木県小山市中久喜１４６７－１イオン2F

モーリーファンタジー今市店 321-2493 栃木県日光市豊田字若林７９－１イオン2F

モーリーファンタジー栃木店 328-0075 栃木県栃木市箱森町３７番９号イオン2F

モーリーファンタジー佐野新都市店 327-0821 栃木県佐野市高萩町１３２４－１イオン2F

モーリーファンタジー太田店 373-0808 群馬県太田市石原町８１番地イオン2F

モーリーファンタジーﾐｽﾀｰﾏｯｸｽ伊勢崎店 372-0801 群馬県伊勢崎市宮子町３５５６番地１ミスターマックス1F

モーリーファンタジー高崎　店 370-3521 群馬県高崎市棟高町1400番地イオン3F

モーリーファンタジー大宮西店 331-0052 埼玉県さいたま市西区三橋 ６－６０７－１３イオン4F

モーリーファンタジー川口前川店 333-0842 埼玉県川口市 前川１丁目１番１１号イオン3F

モーリーファンタジー川口店 333-0834 埼玉県川口市安行領根岸字外谷田３１８０－１イオン3F

モーリーファンタジー入間店 358-0013 埼玉県入間市上藤沢４６２－１イオン2F

モーリーファンタジー浦和美園店 336-0963 埼玉県さいたま市緑区大門３７１０イオン3F

モーリーファンタジーノア店 278-0031 千葉県野田市中根３６－１イオン1F

モーリーファンタジー柏店 277-0854 千葉県柏市豊町２丁目５番２５号イオン2F

モーリーファンタジー鎌取店 266-0012 千葉県千葉市緑区おゆみ野３丁目１６番地イオン4F

モーリーファンタジー千葉ﾆｭ-ﾀｳﾝ店 270-1385 千葉県印西市中央北３丁目1番１イオン3F

モーリーファンタジー東習志野店 275-0001 千葉県習志野市東習志野６丁目７－８イオンタウン1F

モーリーファンタジー幕張新都心店 261-8535 千葉県千葉市美浜区豊砂1-5　イオンモール2F

モーリーファンタジー昭島店 196-0024 東京都昭島市宮沢町５００番１号ザ・ビッグ3F

モーリーファンタジーむさし村山店 208-0022 東京都東京都武蔵村山市榎１丁目1番3号イオン3F

モーリーファンタジー日の出店 190-0182 東京都西多摩郡日の出町大字平井字三吉野桜木557番地イオン3F
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モーリーファンタジー南砂店 136-0076 東京都江東区南砂６－７－１５イオン3F

モーリーファンタジー品川シーサイド店 140-0002 東京都品川区東品川４丁目１２－５イオン2F

モーリーファンタジー横浜新吉田店 223-0056 神奈川県横浜市港北区新吉田東八丁目４９番１号イオン2F

モーリーファンタジー大和鶴間店 242-0001 神奈川県大和市下鶴間一丁目２番１号イオン3F

モーリーファンタジー久里浜店 239-0831 神奈川県横須賀市久里浜5丁目13-1イオン2F

モーリーファンタジー秦野店 257-0041 神奈川県秦野市入船町１２－１イオン2F

モーリーファンタジー茅ヶ崎中央店 253-0041 神奈川県茅ヶ崎市茅ケ崎３丁目５番１６号イオン3F

モーリーファンタジー茅ヶ崎店 253-0041 神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎2-7-71　イオン2F

モーリーファンタジー新潟東店 950-8678 新潟県新潟市東区大形本町３－１－２イオン3F

モーリーファンタジー新発田店 957-0061 新潟県新発田市住吉町５丁目１１番５号イオン2F

モーリーファンタジー・ｆﾓｰﾘｰﾌｧﾝﾀｼﾞｰ f新潟南店 950-0145 新潟県新潟市江南区下早通柳田1丁目1番1号イオンモール2F

モーリーファンタジー六日町店 949-6632 新潟県南魚沼市余川 ３１００イオン2F

モーリーファンタジー上越店 943-0187 新潟県上越市富岡３４５８番地　アコーレ２階アコーレ2F

モーリーファンタジー松任店 924-0841 石川県白山市平松町１０２－１イオン2F

モーリーファンタジー甲府昭和店 409-3852 山梨県中巨摩郡(ナカコマグン）昭和町常永土地区画整理地内1街区イオン3F

モーリーファンタジー南松本店 390-0833 長野県松本市双葉５－２０イオン2F

モーリーファンタジー飯田店 395-0002 長野県飯田市上郷飯沼１５７５イオン2F

モーリーファンタジー岐阜店 502-0857 岐阜県岐阜市正木中1-2-1  ﾏｰｻ２１ 北館 ３Ｆイオン岐阜3F

モーリーファンタジー関店 501-3936 岐阜県関市倉知５１６ サンサンシティ・マーゴイオン1F

モーリーファンタジー大垣　店 503-0933 岐阜県大垣市外野２丁目１００番イオン2F

モーリーファンタジー富士宮店 418-0032 静岡県富士宮市浅間町１－８イオンモール2F

モーリーファンタジー袋井店 437-0125 静岡県袋井市上山梨4丁目1番地の１イオン2F

モーリーファンタジー清水店 424-0871 静岡県静岡市清水区上原１-６-１６イオン2F

モーリーファンタジー浜松西店 432-8061 静岡県浜松市西区入野町６２４４－１イオン3F

モーリーファンタジー焼津店 425-0045 静岡県焼津市祢宜島５５５イオン2F

モーリーファンタジー半田店 475-0837 愛知県半田市有楽町８－７イオン2F

モーリーファンタジー岡崎南店 444-0840 愛知県岡崎市戸崎町字ばら山１－１イオン3F

モーリーファンタジー豊橋南店 441-8124 愛知県豊橋市野依町字落合１－１２イオン2F

モーリーファンタジー三好　店 470-0224 愛知県みよし市三好町青木９１番地イオン2F

モーリーファンタジー東浦店 470-2102 愛知県知多郡東浦町大字緒川字申新田二区６７－８イオン1F

モーリーファンタジー名古屋みなと店 455-0055 愛知県名古屋市港区品川町２－１－６イオン3F

モーリーファンタジー名古屋茶屋店 455-0858 愛知県名古屋市港区西茶屋2丁目11　イオンモール名古屋茶屋店3F

モーリーファンタジー木曽川店 493-0001 愛知県一宮市木曽川町黒田字南八ツヶ池２５－１イオン2F

モーリーファンタジー松阪店 515-0812 三重県松阪市船江町１３９２－２７マーム3F

モーリーファンタジー阿児店 517-0501 三重県志摩市阿児町鵜方３２１５イオン2F

モーリーファンタジー伊勢ララパーク店 516-0007    三重県伊勢市小木町曽弥５３８イオンタウン伊勢ララパーク2F

モーリーファンタジー草津店 525-0067 滋賀県草津市新浜町３００イオン3F

モーリーファンタジー久御山店 613-0024 京都府久世郡久御山町森南大内１５６－１イオン2F

モーリーファンタジー福知山店 620-0922 京都府福知山市岩井７９－８イオン2F

モーリーファンタジー北千里店 565-0874 大阪府吹田市古江台4-2-50　イオン5F

モーリーファンタジー茨木店 567-0033 大阪府茨木市松ヶ本町8-30-5　イオンスーパーセンター4F

モーリーファンタジー鴻池店 578-0972 大阪府東大阪市鴻池町１－１－７２　イオン2F

モーリーファンタジー野田阪神店 553-0001 大阪府大阪市福島区海老江１－１－２３イオン4F

モーリーファンタジー喜連瓜破駅前　店 547-0024 大阪府大阪市平野区瓜破２-１-１３イオン3F

モーリーファンタジー東大阪店 577-0011 大阪府東大阪市荒本北２丁目３番２２号イオン1F

モーリーファンタジー和泉府中店 594-0076 大阪府和泉市肥子町2-2-1 イオン4F

モーリーファンタジー貝塚店 597-0053 大阪府貝塚市地蔵堂74-2　イオン貝塚店2F

モーリーファンタジー猪名川店 666-0257 兵庫県川辺郡猪名川町白金２－１イオン3F

モーリーファンタジー伊丹店 664-0847 兵庫県伊丹市藤ノ木１－１－１イオン3F

モーリーファンタジー尼崎店 661－0965 兵庫県尼崎市次屋３－１３－１８イオン2F

モーリーファンタジー神戸北店 651-1515 兵庫県神戸市北区上津台8-1-1　イオン3F

モーリーファンタジー伊丹昆陽店 664-0027 兵庫県伊丹市池尻4-1-1　イオン3F

モーリーファンタジージェームス山店 655-0873 兵庫県神戸市垂水区青山台7-7-1　イオン1F

兵庫県つづきは次のページへ
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モーリーファンタジー和田山店 669-5215 兵庫県朝来市和田山町枚田岡７７４イオン2F

モーリーファンタジー加西北条店 675-2312 兵庫県加西市北条町北条308-1イオン2F

モーリーファンタジー山崎店 671-2545 兵庫県宍粟市山崎町中井字城下１０イオン3F

モーリーファンタジー三木店 673-0404 兵庫県三木市大村字砂１６３イオン3F

モーリーファンタジー社店 673-1431 兵庫県加東市社１１２６－１イオン2F

モーリーファンタジー加古川店 675-0101 兵庫県加古川市平岡町新在家615-1　イオン2F

モーリーファンタジー南淡路店 656-0511 兵庫県南あわじ市賀集八幡北 字東内３７８－１イオン1F

モーリーファンタジー洲本店 656-0021 兵庫県洲本市塩屋１－１－８イオン2F

モーリーファンタジー姫路大津店 671-1146 兵庫県姫路市大津区大津町２丁目５番イオンモール2F

モーリーファンタジー明石店 674-0068  兵庫県明石市大久保町ゆりのき通り3-3-1イオン明石3番街3F

モーリーファンタジー姫路RC店 672-8064 兵庫県姫路市飾磨区細江２５６０番地イオン1F

モーリーファンタジー高砂店 676-0019 兵庫県高砂市緑丘２丁目１－４０イオン2F

モーリーファンタジー桜井店 633-0061 奈良県桜井市上之庄２７８－１イオン2F

モーリーファンタジー橿原店 634-0837 奈良県橿原市曲川町７－２０－１イオン2F

モーリーファンタジーホープタウン店 683-0804 鳥取県米子市米原2-1-1　ホープタウン3F

モーリーファンタジー米子駅前３Ｆ店 683-0043 鳥取県米子市末広町311  イオン3F

モーリーファンタジー・ｆ松江店 690-0001 島根県松江市東朝日町151  イオンスーパーセンター3F

モーリーファンタジー岡南店 702-8056  岡山県岡山市南区築港新町１－１８－５天満屋ハピータウン3F

モーリーファンタジー原尾島店 703-8235  岡山県岡山市中区原尾島１－６－２０天満屋ハピータウン3F

モーリーファンタジー児島店 711-0921  岡山県倉敷市児島駅前２－３５天満屋ハピータウン3F

モーリーファンタジー玉野店 706-0011  岡山県玉野市宇野１－３８－１天満屋ハピータウン3F

モーリーファンタジー水島店 712-8066 岡山県倉敷市水島高砂町３番１１号ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ1F

モーリーファンタジー尾道店 722-0038 広島県尾道市天満町17-23  イオン2F

モーリーファンタジー三原店 723-0014 広島県三原市城町２－１３－１イオン2F

モーリーファンタジーｱﾙﾊﾟｰｸ広島店 733-0841  広島県広島市西区井口明神 １丁目１６番１号アルパーク天満屋4F

モーリーファンタジー宇品店 734-0003 広島県広島市南区宇品東６－１－１５イオン2F

モーリーファンタジー広島府中店 735-0021 広島県安芸郡府中町大須２－１－１イオン2F

モーリーファンタジー防府店 747-0802 山口県防府市中央町1-3　イオン3F

モーリーファンタジー光店 743-0046 山口県光市浅江字木園１７５６－１イオン2F

モーリーファンタジー高松東店 760-0066 香川県高松市福岡町3-8-5　イオン3F

モーリーファンタジー今治店 794-0062 愛媛県今治市馬越町４－８－１ イオン3F

モーリーファンタジー松山店 790-0951 愛媛県松山市天山１丁目１３番５号イオン3F

モーリーファンタジー高知店 780-0026 高知県高知市秦南町１丁目４－８イオン2F

モーリーファンタジー大野城店 816-0935 福岡県大野城市錦町4-1-1　イオン3F

モーリーファンタジー香椎浜店 813-0016 福岡県福岡市東区香椎浜３－１２－１イオンモール2F

モーリーファンタジー徳力店 802-0972 福岡県北九州市小倉南区守恒2-8-8　イオン2F

モーリーファンタジー若松店 808-0103 福岡県北九州市若松区二島１-３-１イオン2F

モーリーファンタジー唐津店 847-0022 佐賀県唐津市鏡字立神４６７１イオン2F

モーリーファンタジー大村店 856-0836 長崎県大村市幸町２５－２００イオン2F

モーリーファンタジー天草店 863-0046 熊本県天草市 亀場町食場後山下７４０イオン2F

モーリーファンタジー八代店 866-0013 熊本県八代市沖町六番割３９８７－３イオン2F

モーリーファンタジー挾間店 879-5518 大分県由布市挾間町北方７７番地イオン2F

モーリーファンタジー延岡店 882-0847 宮崎県延岡市旭町２－２－１イオン2F

モーリーファンタジー隼人国分店 899-5117 鹿児島県霧島市隼人町見次1229  イオン2F

モーリーファンタジー姶良店 899-5421 鹿児島県姶良市東餅田336  イオン3F

モーリーファンタジー那覇店 901-0155 沖縄県那覇市金城５－１０－２イオン3F

モーリーファンタジー北谷店 904-0115 沖縄県中頭郡北谷町字美浜８－３イオン2F

モーリーファンタジー具志川店 904-2235 沖縄県うるま市前原幸崎原３０３番地イオン2F

モーリーファンタジー名護店 905-0012 沖縄県名護市字名護見取川原４４７２イオン1F

中四国

近畿

九州

沖縄

『おじぱん　おきあがりこぼし』 導入店一覧 3
※導入のタイミングは店舗によって異なります。　　※景品は無くなり次第終了となります。予めご了承ください。


